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Remote Control Pan-Tilt Head
BU-47H 1AM/BU-47H 2AM
設置マニュアル (B-IM-40113-5)
ご使用の前に必ずこの設置マニュアルをお読みください。
なお、設置マニュアルは必要に応じてご覧になれるように大切に保管してください。

お問い合わせ先
ご使用に際しての不明な点や技術的なご質問は、下記へお問い合わせください。
 
 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
 イメージングソリューション技術部  
 〒 108-8011　東京都港区港南 2-16-6
 　　　　　 TEL (03) 3740-3305　          FAX (03) 3740-3307

[ 外観図 ]

取っ手部1-3.　運搬時の注意
本機を持ち運ぶ場合は取っ手を正しく持ってください。ハウジン
グとヘッドを無理に回転させることのないよう、ご注意ください。

1-4.床に固定する場合
床の穴あけ寸法は、図のようにします。
ケーブルと床との干渉が起こる場合には、干渉を防ぐため、φ 185～ 200の鋼材のスペーサーをご用意く
ださい。ボルト長は、固定する床のネジ掛かりが 12mm以上の長さの鋼材のボルトを使用し、強固な床に
ゆるまないように固定します。その際水準器を使用し、床、およびヘッド部が水平になっていることを確
認してください。

1-5.ウォッシャー、マイクユニット（オプション品）の取付け
ウォッシャーやマイクユニットを合わせて設置する場合は、取付け金具を別途ご用意ください。
オプション品については、キヤノンマーケティングジャパン（株）イメージングソリューション技術部
までお問い合わせください。

ステップ2　設置時の注意

2-1.パン・チルトの動作範囲

※ (注 )：	 フォーカスによる倍率の変動や雲台ヘッドの取付け誤差などにより、パン・チルトの動
作範囲が± 5％程度違ってくることがあります。被写体を、パン・チルトの動作範囲の
端に設定される場合は、あらかじめパン・チルトの動作範囲を確認してから設定してく
ださい。

2-1-1.パンの動作範囲
パンの動作範囲は、左右に 170°ずつ動
きます。およそ 620mmの旋回範囲とな
ります。

2-1-2.	チルトの動作範囲
チルト範囲は上側 30°下側 50°に傾けた場合、およ
そ 430mmの旋回範囲となります。

	警告
レンズを太陽に向けないでください。TELE側で強い光が入った場合、レンズおよびカメラの故障の
原因になります。
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ステップ１　設置

1-1.	システム接続例
近距離伝送の場合

※ 1： 電源投入時には定格 80Ｗの 2倍から 3倍の電力を消費することもあるため、電源断とならない
仕様の電源を選定すること

※ 2： 付属の RS-422コントロールケーブル用コネクター（PRC05-P12F/TAJIMI）を使用

1-2.ピンアサイン
CONT.コネクター：PRC05-R12M/TAJIMI                                               AUXコネクター：
                                                                                                                   HR10A-10R-10S(71)/HIROSE

ピン番号 入出力 信号名  
Ａ 入力 ＲＸ＋  
Ｂ 出力 ＴＸ＋  
Ｄ 入力 ＲＸ－  
Ｅ 出力 ＴＸ－  
Ｊ  ＧＮＤ  

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ Ｋ

Ｌ Ｍ

Ｊ

1
2
3
4 
5 
6
7
8
9
 

    FPU
   AUX1
   AUX2
   AUX3
   AUX4
   COM

10

*B‑IM‑40113‑5 *
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取扱いについて
警告

1．火災または感電を防止するために、当機器を雨がかかる場所または湿気のある場所では絶対使用しな
いでください。

2．雲台内を濡らしたり、水を入れたりしないようにしてください。万一、内部に水が入った場合は使用
を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

3．本機を分解したり、改造したりしないでください。内部には高電圧部分、歯車の噛み合い部分があり、
けがの原因となります。

4．落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。万一本体が破損した場合は、電源ケー
ブルを端子台から取り外してください。そしてお求めになった代理店、または、直接キヤノンにご連絡くだ
さい。

5.	 レンズを太陽に向けないでください。TELE 側で強い光が入った場合、レンズおよびカメラの故障の原
因になります。

6．本機を操作する場合は、制御装置（操作ユニットなど）を使用してください。手やその他の方法で本
機のパン、チルトなどを行うと故障の原因になります。

注意
1．取付け部は、しっかりと締め付けてください。取付け部が緩むと、落下してけがの原因となることがあります。
2．定期的（目安として 6ヵ月～ 1年ごと）に取付け部に緩みが無いか点検してください。取付け部が緩むと、
落下してけがの原因となることがあります。

保守・点検について
警告

1．清掃する際は、必ず乾いた布を使用してください。
2．製品の外装を清掃するときは、電源ケーブルを端子台から取り外してください。また、ベンジン・シンナーな
ど引火しやすい物は、使用しないでください。火災や感電の原因となります。

3．サービスマン以外の方は本装置を開けたり、分解したりしないでください。
	 ・内部には危険な箇所があり、指などを挟まれたり、感電したりします。
	 ・ゴミやほこりの混入により故障の原因になります。
	 ・高温多湿の場合、湿気を多く含んだ空気が内部に入り、故障・曇りの原因になります。

保管について
警告

1.	 搬送する前に、ハウジングを水平状態に戻してください。また、運搬には専用の梱包箱を使用してください。

お客様へ
1.	 お客様の誤った操作に起因する障害については、当社は、責任を負いかねますのでご了承ください。
2.	 本製品の品質・機能および設置マニュアルに関して、お客様の使用目的に対する適合性・市場性などについて
は、一切の保証をいたしかねます。

	 また、そこから生じる直接的・間接的損害に対しても責任を負いかねます。
3.	 本製品を使用して得られた結果については、保証いたしかねます。
4.	 本製品の仕様・商品構成・外観図などは、お断りなく変更することがあります。
5.	 修理や保守点検、設置マニュアルに記載されていない諸調整などにつきましては、サービス代理店もしくは、
直接キヤノン（株）へお問い合わせください。

6.	 お客様のご都合で、当社に相談なく改造が行われた製品に対しては、その修理などをお引き受けできない場合
がありますのでご注意ください。

キヤノン株式会社
〒146-8501　東京都大田区下丸子3-30-2
	
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011　東京都港区港南2-16-6	

この設置マニュアルの著作権はキヤノン株式会
社にあります。

この設置マニュアルの一部または全部をキヤノ
ン株式会社の承諾書なしに、複写・複製または転
記することは禁止されています。

  安全にお使いいただくために

これら危険防止の警告や注意事項にそった取扱いをしない場合、けがや事故に至る可能性があります。
この設置マニュアルをよく読んで、十分に理解した上で本機を正しくご使用ください。
この設置マニュアルの中では、お客様および他の人々の安全をお守りし、事故を未然に防止するための警告
文や注意文に以下のシンボルマークと言葉を使用しています。

 警告 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れがある警告事項が書かれています。
安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

 注意 取扱いを誤った場合に、負傷を負う恐れがある注意事項が書かれています。安全に使
用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

※（注）
操作する上での注意事項または、推奨事項です。
ここに記載されていることを守らないと、製品が正しく機能しない可能性があります。
また、操作上における有益な情報も記載されています。

設置について
警告

1.	 傷害を防止するために、この機器は設置マニュアルにしたがってしっかり固定してご使用ください。
2.	 本機を日光、炎、または同様な過度の熱にさらされない場所に設置してご使用ください。
3.	 発火や引火の危険性がある場合には、設置しないでください。
	 発火性ガスが発生したり充満したりする場所に設置すると引火し、火災の原因となります。

注意
1.	 本機を設置するときは、ヘッドやカメラ部を手で無理に回転させないようにしてください。
	 破損や性能低下の原因となることがあります。
2.	 ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所や、振動の多い場所に設置しないでください。
	 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
3.	 直接、塩水がかかる場所、または腐食性ガス、油煙の発生する場所に設置しないでください。
	 取付け部が腐食劣化し、落下してけがの原因となることがあります。
4.	 本機を持ち運ぶ場合は、本体の取っ手を正しく持ち、全体を下から抱え込むようにして持ってください。正し
く持たないと本機を落としたりして故障やけがの原因となることがあります。

5.	 高所作業を伴う場所に設置するときは、機材の落下防止を行って設置作業を行ってください。
	 機材の落下によりけがの原因となることがあります。
6.	 レンズ保護のため、レンズに太陽光が直接入らないような場所に設置してください。
7.	 本機は凍結防止構造ではありませんので凍結した状態では動きません。凍結のおそれがある場所に設置する
	 場合はご注意ください。

電源について
警告

1.	 電源ケーブルの接続・取外しの際は濡れた手で電源ケーブル端子を触らないでください。感電の原因になりま
す。

2.	 電源ケーブルは端子台に確実に接続してください。露出した電源ケーブルにほこりがたまったり、金属が触れ
ると火災や感電の原因となります。電源ケーブルを定期的に取り外し、その周辺および端子台にたまったほこ
りや汚れを、乾いた布でふき取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源ケーブルを長期間取
り付けたままにするとその周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因となります。

3.	 電源ケーブルを取り外すときは、必ず取付けビスを取り外してください。無理な電源ケーブルの取扱いは、断
線など電源ケーブルが傷つき、その部分から漏電して火災や感電の原因となります。

4.	 電源ケーブルは付属されていません。設置場所の条件（認可品、環境）に適合していない電源ケーブルを使用
すると、火災や感電の原因となります。

注意
1．いつでも電源ケーブルが取り外せるように、電源ケーブルの周りには物を置かないでください。
	 	非常時に電源ケーブルが取り外せなくなることがあります。
2．ケーブル類の抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。感電や故障の原因となります。

2-2.	避雷針の設置について
山の上など、雷の対策が必要な場合は、図のように避雷針の設置をお願
いします。
パンニングを行ったとき、避雷針にあたらないように注意してください。
恒久的に設置される場合には、電源部に耐雷トランスを用意していただ
くことをおすすめします。

2-3.	落下防止ワイヤーが必要な場合
雲台ヘッド本体に落下防止ワイヤーが必要な場合、ワイヤーは取っ手部に取り付けてください。また、雲
台の作動に支障が起こらないように注意してください。

2-4. レセプタクル部の防水処理
防水コネクタにゆるみがいことを確認し
ます。防水チューブおよび防水ユニット
に各ケーブルを通したあと、防水チュー
ブの先端を防水コネクタの奥に突き当た
るまでしっかり差し込んで固定してくだ
さい。防水チューブの末端は、水、ほこ
り、湿気などの外気の影響を受けない場
所まで引き込みます。また防水チューブ
の末端は温度変化による機器内部の気圧
変動を緩和するため密閉しないでくださ
い。各ケーブルを本体ヘッドのレセプタ
クル部に接続したあと、防水ユニットを
付属の取付けボルト (x4)で雲台ヘッドに
固定します。
ケーブル類は、適切な間隔でクランプし
てください。

45゜

避雷針

防水ユニット

防水ユニット
取付けボルト(×4)

防水チューブ(L=500mm)
ロアフレックス：RF-36  FLEXA

防水コネクタ

落下防止ワイヤー
(防水ユニット用)

レセプタクルユニット

レセプタクル部 (A - A断面)

AUX

CONT

SD I

V BS

SYNC

①DC電源入力

⑤雲台・レンズ・カメラ用 コントロール信号入力 *

　

⑥任意の機能の制御用出力

④外部同期信号入力

ピン番号 入出力
Ａ
Ｂ 出力
Ｄ 入力
Ｅ 出力

⑤CONTピンアサイン
(PRC05-R12M/TAJIMI)

1
2
3
4 
5 
6
7
8
9
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⑥AUXピンアサイン
(HR10A-10R-10S(71)/HIROSE）

* 付属品の RS-422用コネクター 

  

 (PRC05-P12F/TAJIMI)をご使用ください。

信号名
RX+
TX+
RX-
TX-

Ｊ GND
UL認可のACアダプター、
またはULに認可された電源
回路の二次側安全回路から
供給された電源に接続して
ください。

入力

電源投入時には定格 80Ｗの
2倍から３倍の電力を消費する
こともあるため、電源断となら
ない仕様の電源を選定すること

②デジタル映像
　/音声出力

③SDコンポジット
　/信号出力

START

STOP

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ Ｋ

Ｌ Ｍ

Ｊ

ステップ3　配線

マイクユニットへ

ウォッシャーへ

雲台ヘッド台座部 

マイク用フェライトコア
RFC-13

マイクケーブルを接続する際は、必ず本製品に付属の
フェライトコアRFC-13をご使用ください。

フェライトコアは､雲台コネクター部から10cm以内に、
ケーブルを１回まわして取り付けます。

フェライトコア
1回まわして
はめる

Ａ

Ａ

ステップ4　配線後の確認

雲台コネクター部（レセプタクル）に電源を供給してください。
電源供給後は必ず防水処理を行ってください。（「2-4.レセプタクル部の防水処理」参照）

AUX

CONT

SD I

V BS

SYNC

START

STOP

レセプタクル部 

後部

LED 起動スイッチ
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Remote Control Pan-Tilt Head
BU-47H 1AM/BU-47H 2AM
INSTALLATION MANUAL(B-IM-40113-5)

Read "GENERAL SAFETY INFORMATION" (back side) before using the product.  
The safety cautions must be observed.
Read this operation manual before using the product.  Keep the manual in place for 
future reference.

Canada: Canon Canada, Inc.   Broadcast and Communications Div. 
Tel:+1(905)795-2012        Fax:+1(905)795-2087

Mexico: Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.   Call Center Div. 
Tel:+52 55 5249 4905          

USA : Canon U.S.A., Inc.  ITCG METC 
Tel:+1(800) 423-5367 (Toll Free)        Fax:+1(201) 807-3344

Asia and Hong Kong, S.A.R. : Canon Hongkong Company Ltd.   ICP Marketing Div.     
Tel:+852-3191-2333

Contact us.     Please contact us if you have questions on the products.

[External View]

BU-47H

R
eceptacle

Washer 
(Commercially 

available) 

MIC

RS-422 *2

*1

Operation unit

Max.70m

Cable compensator 
(Commercially available) The maximum cable length 

depends on the compensation 
performance.

Cable 
(Provided by 
the dealer)

HD-SDI  
(MIC audio embedded)

GEN  LOCK

SD

●DC power supply

*3

Pin No. Input/output Signal name  
A RX+  
B Output TX+  
D Input RX–  
E Output TX–  
J GND  

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ Ｋ

Ｌ Ｍ

Ｊ

Input

1
2
3
4 
5 
6
7
8
9
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Step１　Installation

1-1. System connections
Short distance transmission

*1: Power of two or three times the rating 80 W may be consumed during power-on, so select a power 
supply with specifications that prevent a power failure.

*2: Use the supplied RS-422 control cable connector (PRC05-P12F/TAJIMI).
*3: Connect power supplied from a UL-approved AC adapter or the secondary side safety circuit of a UL-

approved power supply circuit.

1-2.Pin assignment
CONT. connector: PRC05-R12M/TAJIMI                                                        AUX connector: 

                         HR10A-10R-10S(71)/HIROSE

170°

170°

T

AU

NO

SD

C

X

I

V BS

SYNC

(Unit : mm)

φ185
90

13
6

4ｘφ8.6

φ620

φ430

30°

50
°

Mounting bolts M8×1.25 L=35

188 198
150 110

35
6

34

164.574.558

24
8

80
92

244
134.6

24
6

A

A

A-A section (Receptacle unit)

Optical
 axis

Center of 
PAN rotation

PAN
swing rangeCenter of 

TILT rotation

TILTswing range

Korea : 캐논코리아 컨슈머 이미징 (주 ) 사업개발팀  프로솔루션파트

대표전화 : (82)2-2191-8500       팩스 : (82)2-2191-8576 

South and Southeast Asia : Canon Singapore Pte. Ltd.   REG ICP Sales & Marketing Div.   
Tel:+65-6799-8888  

Europe/Africa/Middle East : Canon Europe Ltd.   Broadcast Products Div. 
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Handle1-3.　Handling of the unit
When carrying the unit, hold the unit by its handle. Be careful not to 
rotate the housing and head forcibly.

1-4.　Fixing of the unit
The dimensions for drilling the holes in the floor are shown below.
When the floor interferes with the cables, prepare φ 185 to 200 steel spacers to prevent interference. Use 
steel bolts with a length that enables a screw-in depth of 12 mm or more into the floor, and fix the unit se-
curely to a strong floor surface. Use a level to check that the floor and the head unit are horizontal.

1-5.　Attaching the washer and microphone (option)
To also install a washer or microphone, please obtain the mounting jigs (not included).
For more information about optional products, please contact your Canon dealer or your Canon sales repre-
sentative.

Step 2　Installation Precautions
2-1.  Panning and tilting range

※ Note：	 The panning and tilting ranges may be off by 5% or so due to variations in the 
magnification caused by focusing and the pan-tilt head mounting error. Check the actual 
panning and tilting ranges before proceeding to set to the subject.

2-1-1.  Panning range
The panning range extends 170 degrees to the 
left and right. This yields a turning range with a 
620 mm diameter which should be taken into 
account when selecting the installation loca-
tion.

2-1-2.  Tilting range
The tilting range is approximately 430 mm when the pan-
tilt head is inclined upward at an angle of 30 degrees and 
downward at an angle of 50 degrees: this should be taken 
into account when selecting the installation location.

WARNING
Do not turn the lens toward the sun. When intense light enters at the TELE side, this can cause damage 
to the lens and the camera.

2-2.  Installing a lightning rod
If precautions need to be taken against lightning in case the system is to 
be installed on a hill-top or other such location, provide a lightning rod as 
shown in the figure.
Make sure that the system will not touch the lightning rod when the 
camera is panned.
In the case of a permanent installation, safety is further enhanced by 
providing a lightning-proof transformer for the system’s power supply.

PAN 
swing rangeφ620

170°

170°
Center of 
PAN rotation

φ185 ~ 200

Cable

Spacer (steel) 
(if necessary)

t1 = 12 mm or more

Floor surface

t2
25φ185

90

13
6

4 x φ8.6
mounting bolts M8 
L=25+t2+12 or more

TILT swing range

Center of 
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30°
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 °

φ430

45°

Lightning rod
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 GENERAL SAFETY INFORMATION

Failure to observe these warnings and cautions provided for the purpose of hazard prevention may result in injuries or 
accidents. Read this installation manual carefully to familiarize yourself with its contents and to ensure proper installation of 
this product. This installation manual uses the following symbols and terms in the warning and caution notices for preventing 
accidents and protecting the safety of the customer and others.

 WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not heeded, may result in death or serious 
injury to you or others. Be sure to heed all warning notices to ensure safe operation at all times.

 CAUTION Indicates hazardous situations which, if not heeded, may result in minor or moderate injury to 
you or other persons, or damages to your property.

NOTE Emphasizes essential inform which, if not heeded, may render the product unworkable or cause 
it to function improperly. Also, provides helpful information for operation.

INSTALLATION
WARNING

1. To prevent injury, this apparatus must be securely fixed in accordance with the installation manual.
2. This product shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
3. Do not install the unit in a location where there is a risk of combustion or ignition. When the unit is installed in a location 

where inflammable gas collects or is produced, ignition may result which in turn may cause a fire.

 CAUTION
1. When installing the unit, do not rotate the head and the camera forcibly by hand. It can cause damage to this device.
2. Do not install the unit in an unstable location such as on a wobbly table, on a sloping surface or in a location subject to 

severe vibration. Doing so may cause the unit to fall down or topple over, possibly causing injury.
3. Do not install the unit in a location where it may be directly exposed to salt water (seawater) or where corrosive gas or 

soot is present. Contact with such substances may corrode and degrade the mountings, ultimately causing the unit to 
fall down and possibly causing injury.

4. When transporting the unit, hold the handle of the head unit and the bottom of the unit. Otherwise, the unit may be 
dropped, possibly causing breakdown or injury.

5. When installing the unit in an elevated location, take appropriate measures to prevent the equipment and parts from 
falling. Otherwise, the equipment and parts may fall, possibly causing injury.

6. Do not install the unit in a location where it may be directly exposed to sunlight for protecting the lens.
7. The unit does not have a freeze-proof structure, so it does not move when frozen. Take care when installing the unit in 

a location where it may be frozen. This unit is not freeze-resistant and does not operate if frozen. Therefore, be careful 
when installing in a location where it may freeze.

POWER SUPPLY
 WARNING

1. Never attempt to connect or disconnect the power cord with wet hands. Doing so may cause electric shocks.
2. Connect the power cord securely to both the input connectors and the outlet.
 If dust is allowed to accumulate on the exposed prongs of the power cord plug or if the prongs come into contact with 

metal, fire or electric shocks may result. Disconnect the power cord periodically, and use a dry cloth to wipe off any 
dust or dirt that has accumulated on the prongs and around the input connectors and the outlet. If the power cord is left 
connected for extended periods of time in locations with high levels of dust, moisture or oily smoke, the accumulated 
dust will absorb moisture, resulting in deterioration of the insulation and possibly fire.

3. Always remove the mounting screws before disconnecting the power cord. Placing excessive stress on the power cord 
may break its wires or otherwise damage the power cord, and power may leak from the damaged area, resulting in fire 
or electric shocks.

4. The power cord is not supplied. Using a cord that does not comply with the safety standard or is otherwise unsuitable 
for the installation conditions (approved product, environment) may result in fire or electric shocks. 

CAUTION
1. In order to ensure that the power plug can be unplugged at any time, never place objects around the power plug.
 Otherwise, it may be impossible to disconnect the power plug in the event of an emergency. 
2. Never connect or disconnect cables until making certain that the power is turned off.  Doing so may cause electric 

shock or damage.

HANDLING THE UNIT 
 WARNING

1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
2. Do not allow the pan-tilt head or the inside of the housing to become wet, and do not allow water to enter inside or to 

be spilled onto the head. Do not put any object which contains liquid such as a drink or a vase on this product. If water 
has found its way inside the unit, stop using it immediately. Continuing to use the unit is a fire or electric shock hazard. 

3. Do not attempt to disassemble or remodel the unit. High-voltage parts and intermeshing gears are to be found inside 
the unit, and contact with them may cause injury.

4. Do not drop the unit, bump into other objects or otherwise subject it to strong impact. If the main unit has been 
damaged, disconnect the power cord from the input connectors.  Then contact your dealer or your Canon 
representative.

5. Please do not turn the lens toward the sun.  When a strong light enters at the TELE side, it can cause damage to the 
lens and the camera.

6. When operating this device, please use a control device such as an operation unit. When panning or tilting by hand or 
other methods, it can cause damage to this device.

 CAUTION
1. Make sure that all the mountings are tightened securely. A loose mounting may cause the unit to fall down, possibly 

resulting in injury.
2. Periodically (every 6 months to a year as a general rule) inspect the mountings for looseness.  A loose mounting may 

cause the unit to fall down, possibly resulting in injury.

MAINTENANCE AND INSPECTION
 WARNING

1. Clean only with dry cloth.
2.  Before cleaning the outside paneling of the unit, always disconnect the power cord from the input connectors.
 Furthermore, do not use benzene, paint thinners or other easily ignitable substances for cleaning purposes.  Doing so 

is a fire and electric shock hazard. 
3. This system should not be opened or disassembled, except by qualified service personnel.

• Dangerous parts are to be found inside the unit, contact with them may cause finger pinch and electric shock 
hazard.

• If foreign objects and dust enter the inside, it may cause damage to this device.
• In case of high temperature and high humidity, internal damage and condensation may occur if humid air is allowed 

to enter this device.

STORAGE
 WARNING

1. Before transporting the unit, return the housing to the horizontal position. When transporting the unit, place it inside the 
original shipping carton which was used specifically to house the unit.

TO THE CUSTOMER
1. Canon shall bear no responsibility for damage resulting from improper operation of this product by the customer.
2. Canon makes no guarantees of suitability and marketability for the customer’s purpose, concerning product quality, 

functions or this installation manual. Moreover, Canon shall bear no responsibility for any damage, direct or incidental, 
that results from usage for the customer’s purpose.

3.  Canon shall make no guarantees about the results obtained using this product.
4.  The product specifications, configuration, and appearance are subject to change without prior notice.
5.  For further information on repairs, maintenance, or adjustments not mentioned in this operation manual, contact your 

Canon dealer or your Canon sales representative.
6.  Note that Canon may be unable to undertake servicing or repair of a product if it is modified without consulting Canon 

or your Canon sales representative.

All rights reserved. No part of this operation manual 
may be reproduced or copied in any from or by any 
means without the written permission of Canon Inc.

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Canon Europe Ltd
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET UK 

2-3.  Items requiring a support wire
Attach any wire to the handle section when a safety wire is required to the pan-tilt head. When attaching 
the wires, be careful that nothing blocks operation of the pan-tilt head.

2-4. Waterproofing the receptacle unit
Inspect the waterproof connector for looseness. After 
pass each cable through the waterproof tube and the 
waterproof unit, insert the waterproof tube all the way 
into the waterproof connector until its tip touches the end 
and secure it in place. Put the end of the waterproof tube 
in the safe place so that water, dust and moisture do not 
enter. Also, do not seal the end of the waterproof tube 
so as to mitigate the pressure rise inside of the product 
caused by the temperature change. Connect each cable 
to the receptacle unit of the main unit, and then secure 
the waterproof unit to the pan-tilt head using the supplied 
mounting bolts (x4).
Clamp the cables at appropriate intervals.

Waterproof unit

Receptacle unit

Waterproof unit 
mounting bolts (x4)

Waterproof tube (L = 500 mm)
RohrFlex: RF-36 FLEXA

Fall prevention wire 
(for waterproof unit)

Waterproof connector

AUX
SD I

V BS

SYNC

①DC power 
    supply input

⑤Control signal input for pan-tilt head, 
    lens and camera*

　②Digital video/
    audio output

⑥Control output for arbitrary function

③SD composite 
    signal output

④External sync signal input

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ Ｋ

Ｌ Ｍ

Ｊ

Pin No. Input/
output

A
B Output
D Input  
E  Output

 

⑤CONT pin assignment
(PRC05-R12M/TAJIMI)

1
2
3
4 
5 
6
7
8
9
 

    FPU
   AUX1
   AUX2
   AUX3
   AUX4
   COM

10

⑥AUX pin assignment
(HR10A-10R-10S(71)/HIROSE）

* Use the supplied RS-422 connector (PRC05-P12F/TAJIMI). 

Signal 
name

  RX+
TX+

  RX-
TX-

J

Input
Connect power supplied from a 
UL-approved AC adapter or the 
secondary side safety circuit of 
a UL-approved power supply 
circuit.

Power of two or three times the 
rating 80 W may be consumed 
during power-on, so select a 
power supply with 
specifications that prevent a 
power failure.

GND

CONT

START

STOP

Step 3　Connections
Pan-tilt head pedestal unit

Receptacle unit (A-A section)
To the MIC unit

To the washer

 

Ferrite core RFC-13 for microphone

When connecting the MIC cable, be sure to always use the ferrite core 
RFC-13 supplied with this product.

Make one loop and attach the ferrite core to the cable within 10 cm from the 
pan-tilt head connector.

Ferrite core Make one loop and 
then attach.

A

A

Step  4　Checks after Completion of Connection

Supply power to the pan-tilt head connector (receptacle).
Be sure to always perform waterproofing after supplying power. (Refer to “2-4. Waterproofing the recep-
tacle unit”.)

AUX
SD I

V BS

SYNC

Receptacle unit 

Back 
side

LED START switch 

CONT

START

STOP

FCC REGULATIONS
This device complies with Part 15B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may 
not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15B of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment 
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. 
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to 
correct the interference at his own expense.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or 
modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Canadian Radio Interface Regulations
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

KCC-REM-CIN-BU-47H

Only for European Union and EEA  (Norway, Iceland, and Liechtenstein)

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE 
Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, 
e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for 
recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a 
possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are 
generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute 
to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment 
for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste 
disposal service.
For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit 
www.canon-europe.com/weee.

We, Canon Inc., in Japan and CANON EUROPE LTD., in U.K., confirm that the Remote pan-tilt head BU-47H is in conformity 
with the essential requirements of EC Directive(s) by applying the following standards
EN55032 and EN55103-2

Note:
a) Applicable Electromagnetic Environments:

E-1 (residential), E-2 (commercial and light industrial), E-3 (urban outdoors) and E4 (controlled EMC environment, ex. 
TV studio).

b) Use of shielded cable is required to comply with limits specified by above standards.
c) Use of ferrite core is required to comply with limits specified by above standards.
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步骤2  安装时的注意事项

2-1. 摇摄和倾斜的动作范围

须知：当被摄体位于摇摄和倾斜动作范围的边缘时，由于对焦时的倍率变动、云台主
机的安装误差等原因，摇摄和倾斜动作范围可能会有±5% 左右的偏差。

	 请事先确认摇摄和倾斜动作范围，然后进行设定。

2-1-1. 摇摄的动作范围

摇摄的动作范围为左右各转动 170°。
需要大约 620mm 的旋转范围。

2-1-2. 倾斜的动作范围

当倾斜范围为向上方倾斜 30°、向下
方倾斜 50° 时，大概需要 430mm 的
旋转范围。

 警告
请不要让镜头朝向太阳。在TELE侧有强光进入时，有可能导致镜头或摄像机故障。

2-2. 有关避雷针的安装
在山上等需要采取避雷措施的场合，请按照图所示安装避
雷针。
请注意摇摄时不要碰到避雷针。
永久性安装的场合，建议在电源部分使用防雷变压器。

修订 :2015.5.1 原产地 :日本

  

遥控云台主体
BU-47H 1AM/BU-47H 2AM
安装手册 (B-IM-40113-5)
	 在使用本产品之前 ,请务必先仔细阅读本安装手册。

	 请务必妥善保管好本书 ,以便日后能随时查阅 (保留备用 )。

洽询地址
有关使用方面的不明确问题或技术性问题，请与下列单位联系洽询。

佳能（中国）有限公司
邮编　100005
北京市东城区金宝街89号 金宝大厦15层
电话：+86(0)10-8513-9999
传真：+86(0)10-8513-9915
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步骤1　安装

1-1. 系统连接例

近距离传输时

※1 ：	 由于接通电源时有可能消耗额定 80W 的 2 倍到 3 倍的电力，请注意查看规格，		挑选不会
发生断电的电源

※2 ：	 使用附带的 RS-422 控制电缆用连接器（PRC05-P12F/TAJIMI）

1-2. 芯分配

CONT. 连接器：PRC05-R12M/TAJIMI                                       AUX 连接器：       
                                                                                                          HR10A-10R-10S(71)/HIROSE

1
2
3
4 
5 
6
7
8
9
 

    FPU
   AUX1
   AUX2
   AUX3
   AUX4
   COM

10

 
Ａ ＲＸ＋  
Ｂ ＴＸ＋  
Ｄ ＲＸ－  
Ｅ ＴＸ－  
Ｊ ＧＮＤ  

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ Ｋ

Ｌ Ｍ

Ｊ

芯号码 输入输出
输入
输出
输入
输出

信号名

1-3. 搬运时的注意事项

搬运本机时，请正确地握持把手。请注意不要强制地
转动防护罩和主单元。

1-4. 固定在地板上时

地板的开孔尺寸如图所示。
电缆与地板之间发生干扰时，为防止干扰，请准备 φ185 ～ 200 的钢质垫片。请使用
螺丝长度为可拧入固定地板 12mm 或以上长度的钢质螺丝，无松懈地固定在结实的地板
上。安装时请使用水准仪，确认地板以及主单元是否水平。

1-5. 清洗器、麦克风单元（选购件）的安装

组合安装清洗器和麦克风单元时，请另外准备安装金属零件。
有关选购产品，请与购买本产品的经销商或直接与佳能公司联系咨询。

把手部分

4 x φ 8.6
安装螺丝 M8
L=25+t2+12 或以上

φ185～200
t2
25

垫片（钢质）
（适量）

电缆

t1=12mm 或以上

地板

Φ620

PAN 旋转

范围 170°

170°

PAN 转动中心

30°

50
 °

Φ430TILT 旋
转
范
围

TILT 转动中心

BU-47H

MIC

RS-422 

HD-SDI  

GEN  LOCK

SD

●

操作器

电缆补偿器
（市售件） 最大电缆长度取决于

补偿性能

插
座

（MIC 音频嵌入）

DC 电源 ※1

清洗器
（市售件）

电缆

（经销商准备）

最大 70m

※2

45°

避雷针
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安全使用须知

使用操作时如果不严格遵守这些防止危险的警告和注意事项，则有可能导致受伤或引发事故。
请在仔细阅读并充分理解本安装手册内容的基础上正确地使用本机。
为了能够确保顾客和他人的安全，有效地杜绝事故的发生，我们在本安装手册的警告事项和注意
事项中采用了以下标记符号和表述。

	警告 记载了有关错误使用操作将有可能导致死亡或重伤之危险的警告事项。为了能够确
保安全使用，请务必严格遵守这些警告事项。

	注意 记载了有关错误操作使用将有可能导致人体受伤之危险的注意事项。为能确保安全
使用，请务必严格遵守这些注意事项。

须知 描述了涉及操作方面的注意事项或建议采纳事项。不严格遵守这些记载内容，则将
可能使产品不能正常地发挥其功能作用。同时，还记载了有关操作方面的有用信息。

关于安装
警告

1.为避免人身伤害，请遵照安装手册牢固地固定本机后进行使用。
2.请将本机安装在不会暴露于阳光、火焰或类似的温度过高的场所。
3.有起火或引燃危险时，请不要安装。
	 如果将本机安装在产生或充满燃烧性气体的场所，会由于引燃而引起火灾。

注意

1.	安装本机时，请不要用手强制转动主单元和摄像机部分。这有可能损坏本机或导致性能低下。
2.	请不要将本机安装在不平稳和振动严重的场所，如晃动的桌子上和倾斜的地方等。
	 否则有可能导致本机掉下或翻倒，并因此导致人身伤害。
3.	请不要将本机安装在会直接淋到盐水的场所，或产生腐蚀性气体、油烟的场所。
	 否则有可能导致安装部分腐蚀劣化，并因掉下而导致人身伤害。
4.	搬运本机时，请握持主单元的把手并从下方整个抱起本机。如果握持方法不正确，有可能将本机掉
下并因此导致故障和人身伤害。

5.	在高处进行安装作业时，请采取措施以防止器材掉落。	如果器材掉落，有可能会导致人身伤害。
6.	为保护镜头，请将本机安装在镜头不会受到太阳光直射的场所。
7.	本机型未采用防冻结构，因此，不能在冻结状态下启动操作。需设置于有可能产生冻结的场所时，
必须引起注意。

关于电源

警告

1.	连接和拆下电源线时，请不要用湿手触摸电源线端子。否则可能导致触电。
2.	请将电源线牢固地连接到端子座上。暴露在外的电源线会聚积灰尘，一旦与金属接触，有可能导致
火灾和触电。请定期地拆下电源线，用干布擦掉电源线周围以及端子座上聚积的灰尘和污垢。如果
在多尘、潮湿、多油烟的场所将电源线长期连接在端子座上，其周围聚积的灰尘会吸收湿气，有可
能因此导致绝缘不良甚至引起火灾。

3.	拆下电源线时，请务必拆下安装螺丝。如果不恰当地使用电源线，电源线可能会受损（发生断裂），
有可能从该部分漏电并因此引起火灾或导致触电。

4.	本机不附带电源线。如果使用不适合安装场所条件（特许产品、环境）的电源线，有可能引起火灾或
导致触电。

注意

1.	为确保随时能够拔下电源插头，请不要在电源插头周围摆放物品。
 否则在紧急时刻有可能无法拔下电源插头。
2.	请务必在切断电源的状态下插拔电缆。否则有可能导致触电或故障。

修关于使用操作
警告

1.	为防止火灾或触电，请务必不要在会被雨水淋湿和有湿气的场所使用本机。
2.	请不要淋湿或让水进入云台的内部。万一发生了内部进水的情况，请停止使用。如果在该状态下继
续使用，有可能因此引起火灾或导致触电。

3.	请不要分解或改造本机。本机的内部有高电压部分、齿轮咬合部分，有可能导致人身伤害。
4.	请不要让本机受到强烈冲撞，如掉落或撞击等。万一主机发生损坏，请将电源线从端子座上拆下。
然后与购买本产品的经销商或直接与佳能公司联系。

5.	请不要让镜头朝向太阳。在TELE侧有强光进入时，有可能导致镜头或摄像机故障。
6.	操作本机时，请使用控制装置（操作器等）。如果用手或其它方法转动、上下倾斜本机等，有可能导
致故障。

注意

1.	请牢固地拧紧安装部分。	安装部分如果松弛，有可能因本机掉下而导致人身伤害。
2.	请定期（以6个月～1年1次为基准）检查安装部分是否松弛。安装部分如果松弛，有可能因本机掉下
而导致人身伤害。

关于保养与检修
警告

1.	清洁时，请务必使用干布。
2.	清洁本产品的外表时，请将电源线从端子座上拆下。此外，请不要使用汽油、稀释剂等易燃物品。否
则有可能引起火灾或导致触电。

3.	维护人员以外的人员请不要打开、分解本机。
 •本机内部有危险部位，有可能夹到手指或发生触电。
 •如果异物和灰尘进入本机内部，有可能导致故障。
 •在高温多湿的情况下，如果含有较多湿气的空气进入本机内部，有可能导致故障
	 	和湿气凝结。

关于保管
警告

1.	搬运之前，请把防护罩调整为原来的水平状态。此外，搬运时请使用专用的包装箱。

致顾客

1.	请注意，对于因顾客自身的错误操作而导致的故障，本公司将一概不承担任何责任。
2.	本公司对于本产品的质量、功能以及安装手册是否适合顾客的使用目的，是否具有市场性等不做
任何承诺保证。

	 而且，对于由此而产生的直接或间接损失，本公司也一概不承担任何责任。
3.	对于使用本产品产生的后果，本公司不做任何承诺保证。
4.	本公司有可能更改本产品的规格、产品构成和外观等，恕不事先另行通知。
5.	有关修理和保养检查以及安装手册中未记载的各项调整等，请与维修服务代理店或直接与佳能公
司联系咨询。

6.	请注意，对于顾客因自身的情况未与本公司商洽而擅自改造后的产品，本公司将有可能不承接有
关方面的修理等。

进口商	：
佳能（中国）有限公司
邮编　100005
北京市东城区金宝街89号	金宝大厦15层
电话：+86(0)10-8513-9999
传真：+86(0)10-8513-9915

本安装手册的著作权归属于佳能公司所有。
在未征得佳能公司书面同意的情况下，严禁擅
自复印、复制或转载本安装手册的一部分或全
部内容。

2-3. 需要防掉落金属丝时
云台主单元需要防掉落金属丝时，请将金属丝安装在把手部分。此外，请注意不要妨碍云台
动作。

2-4. 插座部分的防水处理
检查防水插接器无松弛。将各条电缆穿过
防水软管及防水单元后，将防水软管前端
切实插入抵住防水插接器底部予以固定。
防水软管的终端应拉到不受水、灰尘、潮
气等外气影响的地方。为了缓和温度变化
引起设备内部的气压变动，不要将防水软
管的终端密封。将各条电缆连接到主单元
的插接口，然后使用附属的安装螺栓（×4），
将防水组件固定于云台主单元上。
请按适当的间隔，夹固电缆。

步骤3　配线

云台主单元台座部分

插座部分（A-A 截面）

步骤4　配线后的确认

请给云台连接器部分（插座）供应电源。
供应电源后请务必进行防水处理。（参阅“2-4. 插座部分的防水处理”）

插接口单元

防水单元

防水单元安装螺丝
（x4）

防水软管（L=500mm）
Rohrflex：RF-36 FLEXA

防水插接器

防掉落金属丝
（防水单元用）

连接麦克风电缆时，请务必使用随本产品附带
的铁氧体磁芯 RFC-13。

铁氧体磁芯 盘一圈后嵌入

请在距离云台连接器部分 10cm 以内的
位置将电缆盘一圈后安装铁氧体磁芯。

麦克风用铁氧体
磁芯 RFC-13

至清洗器

至麦克风单元

AUX
SD I

V BS

SYNC

START

STOP

CONT

启动开关LED

插座部分

AUX
SD I

V BS

SYNC

　

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ Ｋ

Ｌ Ｍ

Ｊ

Ａ
Ｂ
Ｄ  
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1
2
3
4 
5 
6
7
8
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    FPU
   AUX1
   AUX2
   AUX3
   AUX4
   COM

10

 

  RX+
TX+

  RX-
TX-

Ｊ GND

CONT

START

STOP

① DC 电源输入

②数字视频 /
音频输出

③ SD 复合
信号输出

④外部同步信号输入

⑤云台、镜头、摄像机用 控制信号输入※
※请使用附带的 RS-422 用连接器 

(PRC05-P12F/TAJIMI)。

⑥控制任意功能用输出

请连接从 UL 认可的
AC 适配器或 UL 认可
的电源电路的输出侧安
全电路供应的电源。

由于接通电源时有可能消耗额定 80W 的 2 倍到 3 倍的
电力，请注意查看规格，挑选不会发生断电的电源

⑥ AUX 芯分配
(HR10A-10R-10S(71)/IROSE）

⑤ CONT 芯分配
(PRC05-R12M/TAJIMI）

芯号码
输入
输出

输入
输出
输入
输出

信号名


